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1. 令和4年2月期第2四半期の連結業績（令和3年3月1日～令和3年8月31日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

4年2月期第2四半期 8,250 △0.3 380 △19.2 433 △14.4 303 △17.2

3年2月期第2四半期 8,274 1.6 471 43.3 506 35.6 366 58.0

（注）包括利益 4年2月期第2四半期　　229百万円 （△43.4％） 3年2月期第2四半期　　405百万円 （180.4％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

4年2月期第2四半期 190.95 ―

3年2月期第2四半期 230.60 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

4年2月期第2四半期 14,254 7,801 54.6 4,902.69

3年2月期 15,684 7,635 48.6 4,798.33

（参考）自己資本 4年2月期第2四半期 7,782百万円 3年2月期 7,616百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

3年2月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00

4年2月期 ― 0.00

4年2月期（予想） ― 40.00 40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 令和 4年 2月期の連結業績予想（令和 3年 3月 1日～令和 4年 2月28日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 16,800 1.2 1,000 1.4 1,040 1.1 720 2.9 453.58

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 4年2月期2Q 1,590,250 株 3年2月期 1,590,250 株

② 期末自己株式数 4年2月期2Q 2,919 株 3年2月期 2,874 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 4年2月期2Q 1,587,357 株 3年2月期2Q 1,587,376 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　本資料のうち、将来の見通し及び計画に基づく予想は現時点で入手された情報に基づいて策定しております。

　　実際の業績は今後さまざまな要因によりこれらの予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

　　本資料の予測に関する事項は【添付資料】の２ページ目を参照ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大により、各地で緊急事態宣言

やまん延防止等重点措置が再発出されるなど、厳しい状況で推移いたしました。ワクチン接種の進行により経済の

回復が期待されるものの新型コロナウイルス感染症再拡大の懸念もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況

が続いております。

このような状況のもと、当社グループは感染防止策を徹底して、製品の安定供給に努めてまいりました。

営業面では、使いやすさをさらに追求した「掴めるくん®」のリニューアル版や「抗菌コート包材」、「スティ

ック用直進くん®レーザーカット包材」などの機能包材、そして植物由来の原料を含んだバイオマスインキ・バイ

オマスフィルム製品などの「MARUTOエコプロダクツ（環境対応品）」の提案に注力し、市場から評価されるととも

に、海外での食品製造機械などの受注回復が売上を牽引いたしました。しかしながら、巣ごもり需要による急激な

受注増加を背景とした前第２四半期連結累計期間の売上高を上回ることができず、わずかに減収となりました。

損益面においては、原油・ナフサ価格の高騰および需給バランスによる原材料の値上がりがあり、また、福岡工

場の製品ラック拡張や営業所建て替えに伴う減価償却費の増加などにより減益となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間において売上高は、82億５千万円（前年同期比0.3％減）、損益面では、

営業利益３億８千万円（前年同期比19.2％減）、経常利益４億３千３百万円（前年同期比14.4％減）、親会社株主

に帰属する四半期純利益は３億３百万円（前年同期比17.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて14億３千万円減少し、142億５千４

百万円となりました。これは主に、前連結会計年度末が金融機関の休日であったことに伴う現金及び預金並びに受

取手形及び売掛金の減少などによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末に比べて15億９千６百万円減少し、64億５千２百万円となりました。これは主に、前

連結会計年度末が金融機関の休日であったことに伴う電子記録債務の減少や未払金の減少などによるものでありま

す。

純資産は、前連結会計年度末に比べて１億６千６百万円増加し、78億１百万円となりました。これは主に、利益

剰余金の増加などによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、令和３年４月13日発表の業績予想から修正しておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(令和３年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,546,087 2,616,361

受取手形及び売掛金 5,085,352 4,565,483

商品及び製品 781,268 821,113

仕掛品 304,008 297,684

原材料及び貯蔵品 157,740 243,041

その他 143,077 103,217

貸倒引当金 △86,454 △90,447

流動資産合計 9,931,080 8,556,453

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,443,273 2,348,305

機械装置及び運搬具（純額） 920,026 912,769

土地 1,054,340 1,054,453

その他（純額） 119,360 105,275

有形固定資産合計 4,537,001 4,420,803

無形固定資産 45,674 212,066

投資その他の資産

投資有価証券 1,112,137 960,697

その他 61,887 107,860

貸倒引当金 △3,296 △3,859

投資その他の資産合計 1,170,728 1,064,698

固定資産合計 5,753,404 5,697,569

資産合計 15,684,484 14,254,022

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,535,894 1,543,600

電子記録債務 2,871,895 2,177,210

短期借入金 725,301 702,317

1年内返済予定の長期借入金 167,848 167,848

未払金 378,095 16,714

リース債務 13,040 13,511

未払法人税等 198,672 164,268

賞与引当金 55,161 56,156

その他 962,471 570,157

流動負債合計 6,908,380 5,411,784

固定負債

長期借入金 603,228 519,304

リース債務 59,602 52,726

役員退職慰労引当金 52,170 53,160

退職給付に係る負債 422,850 412,720

その他 3,200 3,200

固定負債合計 1,141,050 1,041,111

負債合計 8,049,431 6,452,895
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(単位：千円)

前連結会計年度
(令和３年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(令和３年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,807,750 1,807,750

資本剰余金 786,011 786,011

利益剰余金 4,652,753 4,892,371

自己株式 △3,494 △3,597

株主資本合計 7,243,020 7,482,535

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 413,909 307,972

為替換算調整勘定 △39,947 △12,263

退職給付に係る調整累計額 △224 3,953

その他の包括利益累計額合計 373,738 299,662

非支配株主持分 18,294 18,930

純資産合計 7,635,053 7,801,127

負債純資産合計 15,684,484 14,254,022
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年８月31日)

売上高 8,274,225 8,250,573

売上原価 6,761,390 6,786,902

売上総利益 1,512,834 1,463,670

販売費及び一般管理費 1,041,228 1,082,707

営業利益 471,606 380,963

営業外収益

受取配当金 48,046 55,715

貸倒引当金戻入額 19,462 ―

その他 17,672 6,600

営業外収益合計 85,181 62,315

営業外費用

支払利息 4,671 6,455

手形売却損 227 150

固定資産除売却損 32,822 ―

為替差損 10,052 931

その他 2,639 2,372

営業外費用合計 50,412 9,909

経常利益 506,375 433,369

特別利益

投資有価証券売却益 ― 13,200

特別利益合計 ― 13,200

特別損失

投資有価証券評価損 ― 1,288

特別損失合計 ― 1,288

税金等調整前四半期純利益 506,375 445,281

法人税、住民税及び事業税 163,276 145,091

法人税等調整額 △24,821 △3,556

法人税等合計 138,455 141,534

四半期純利益 367,920 303,746

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,869 634

親会社株主に帰属する四半期純利益 366,050 303,112
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年８月31日)

四半期純利益 367,920 303,746

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42,513 △105,937

退職給付に係る調整額 3,350 4,177

為替換算調整勘定 △8,085 27,685

その他の包括利益合計 37,778 △74,075

四半期包括利益 405,698 229,671

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 404,457 229,035

非支配株主に係る四半期包括利益 1,241 635
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年３月１日
　至 令和２年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年３月１日
　至 令和３年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 506,375 445,281

減価償却費 206,122 240,447

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,462 1,723

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,328 △10,129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,820 990

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,061 995

受取利息及び受取配当金 △48,255 △55,740

支払利息 4,671 6,455

投資有価証券売却損益（△は益） ― △13,200

投資有価証券評価損益（△は益） ― 1,288

有形固定資産除売却損益（△は益） 32,822 ―

売上債権の増減額（△は増加） 547,475 541,084

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,090 △107,615

仕入債務の増減額（△は減少） △917,544 △695,985

その他の資産の増減額（△は増加） △10,783 27,344

その他の負債の増減額（△は減少） △63,096 18,480

その他 405 9,414

小計 290,028 410,834

利息及び配当金の受取額 48,255 55,740

利息の支払額 △5,506 △6,069

法人税等の支払額 △78,643 △142,215

営業活動によるキャッシュ・フロー 254,134 318,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △89,808 △911,230

無形固定資産の取得による支出 △5,165 △172,095

投資有価証券の取得による支出 △4,256 △4,354

投資有価証券の売却による収入 ― 15,400

その他 △34,745 △704

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,975 △1,072,985

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,479 △24,824

長期借入れによる収入 855,000 ―

長期借入金の返済による支出 ― △83,924

配当金の支払額 △63,349 △63,446

リース債務の返済による支出 △6,582 △6,404

その他 △34 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー 779,553 △178,700

現金及び現金同等物に係る換算差額 △196 3,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 899,516 △929,726

現金及び現金同等物の期首残高 2,416,444 3,546,087

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,315,961 2,616,361
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（表示方法の変更）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含めておりました「無

形固定資産の取得による支出」は金額的重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間より独立掲記してお

ります。この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書

の組替えを行っております。

この結果、前第２四半期連結累計期間において「その他」△39,910千円は、「無形固定資産の取得による支

出」△5,165千円、「その他」△34,745千円として組替えております。

　


